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年末年始業務のご案内

平成29年産コシヒカリ

１等米比率92.9％

（JAくろべ管内11月27日現在)
作況・等級比率の推移

Ｈ29

90.0％

92.9％

田植え後、５月中旬から５月下旬は高温多照により活着
や初期生育は良好となりました。生育前半の茎数は、下位
節の分げつ確保や７月からの高温で栄養状態が維持された
ことなどにより平年より多く推移しました。葉色は最高分
げつ期頃まで平年よりやや淡めに推移しましたが、幼穂形
成期以降は濃いめに推移し、穂数は平年より多くなりまし
た。コシヒカリの幼穂形成期は７月12日、出穂期は平年
より２日早い８月２日、成熟期は９月10日となりました。

Ｈ28

91.4％

97.0％

○作況および品質結果

Ｈ27

93.2％

97.6％

Ｈ29

95.2％

95.7％

Ｈ28

93.6％

91.4％

Ｈ27

76.9％

71.7％

Ｈ29

96.1％

93.1％

富山県における平成29年度の水稲の作柄は作況指数が
100（平年並み）、単収は登熟期間の日射量がやや少なかっ
たことから546㌔/10㌃となり、単収は統計開始以降最高
であった昨年の566㌔/10㌃より20㌔/10㌃の減少となり
ました。また県内の１等米比率（10月末現在）はコシヒ
カリ90.0％、てんたかく95.2％、てんこもり96.1％と
なっています。
当JA管内（11月27日現在）ではコシヒカリ92.9％、て
んたかく95.7％、てんこもり93.1%となっています。

Ｈ28

97.6％

99.9％

○次年度に向けて

Ｈ27

96.1％

96.5％

本年度のうるち米の１等米比率は、登熟盛期（出穂後20
日間）の気温が26.9℃（平年差−0.6℃）と高温にならな
かったことや５月15日中心の田植え、適切な水管理の徹底
などから、基白・背白粒の発生は少なく富山県・黒部市管
内ともに90%以上と全般的に品質は良好でした。しかし登
熟盛期の日射量がやや少なかったことから乳白粒の発生が
やや多くなりました。また、コシヒカリの等級格下げ要因
では除青未熟粒が２等以下となったうちの39％を占めまし
た。また一部圃場では倒伏等もあり青未熟粒による格下げ
も18％と近年では多くなりました。
出穂を８月４日頃に誘導することで白未熟粒の発生を抑
え品質を維持向上できることから、次年度も５月15日中心
の田植えと田植えに合わせた育苗を徹底しましょう。また、
品種構成見直しを含め珪酸質資材などの散布徹底、適切な
基肥量の施用、水管理等による稲体の活力維持など基本技
術を徹底し、品質の維持向上を図りましょう。

富山県

作

況

コシヒカリ
１等米比率

てんたかく
１等米比率

てんこもり
１等米比率

○気象経過および生育状況

JAくろべ

Ｈ29

100（平年並み）

Ｈ28

106（良）

Ｈ27

103（やや良）

（県数値は10月末現在）

牡羊座 ３／ 21 ～４／ 19 １月の運勢
【全体運】プレッシャーを感じやすいよう。肩肘を張らず、周囲の言葉に耳を傾けてみると◎。気晴らしには運動がベスト
【健康運】寒さ対策が重要。小まめに動くのも有効
【幸運の食べ物】キャベツ
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黒部特産の丸いもの販売が始まりました !!
自然薯よりも粘りが強く、「サポニン」という成分
が体内を浄化し、消化吸収を助けます。
黒部の味を親しい方への贈り物にいかがですか？

規格
２㎏箱
3 ㎏箱

10㎏箱

販売価格（税込）

SS

1,300 円

良A

1,800 円

優

2,300 円

良A

4,800 円

優

6,800 円

【販売・ご注文はこちら】
営農センター ☎ 52-5615
または、アグリプラザ東

、
にくく
変色し
と
る
と比べ
旨みが
☆山芋
濃厚な
と
気
り
強い粘
す!!
特徴で

☎ 65-9100

☆ユーミーマンション入居者募集中☆
【仲介・管理】黒部市農業協同組合
富山県知事（７）第1811号

不動産管理係

公益社団法人富山県宅地建物取引業協会会員

☎54－2177
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員

☆ 断 熱 性・ 遮 音 性 に す ぐ れ た 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 り ☆
黒部市荒町73-2
グランディール21

２LDK
62.27㎡

家賃：64,000円（402号・即日可）
●共益費／3,500円 ●駐車料／２台分6,500円→無料
●敷金／２カ月 礼金／なし
●完成／平成14年６月 ４階建 総戸数／８戸
●交通／地鉄バス「田家口」停 徒歩２分
●その他費用／保健衛生組合費：年間1,000円
町内会費：なし
●備考／ケーブルテレビ、火災保険加入必要
☆融雪付駐車場です
☆駐車料無料、ネット料無料
☆閑静な住宅街です

入善町上野7200-1
スカイコート入善

２LDK
62.27㎡

家賃：62,000円（102号・12月下旬可）
●共益費／3,000円
●駐車料／１台目3,000円 ２台目3,000円
●敷金／２カ月 礼金／なし
●完成／平成19年３月 ３階建 総戸数／６戸
●交通／入善駅 徒歩25分
●その他費用／町内会費：600円/月
水道料：2,000円/月
●備考／火災保険加入必要
☆融雪付駐車場です
☆オール電化仕様
☆スーパー横で買い物便利
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黒部市田家新750-1
ヴィラ・ファミーユ

２LDK
62.27㎡

家賃：64,000円（301号・即日可）
家賃：63,000円（201号・即日可）
●共益費／3,500円 ●駐車料／２台分6,500円→無料
●敷金／２カ月 礼金／なし
●完成／平成13年12月 ３階建 総戸数／６戸
●交通／地鉄バス「田家新」停 徒歩２分
●その他費用／保健衛生組合費：年間1,000円
町内会費：年間1,900円
●備考／ケーブルテレビ、火災保険加入必要
☆融雪付駐車場です
☆駐車料無料、ネット料無料
☆ペアガラスで防音対策
☆コンビニ近くで便利

黒部市牧野708
スカイスクエア

２LDK
62.27㎡

家賃：63,000円（201号・即日可）
●共益費／3,500円 ●駐車料／２台分6,500円→無料
●敷金／２カ月 礼金／なし
●完成／平成12年12月 ４階建 総戸数／８戸
●交通／黒部駅 徒歩７分
●その他費用／町内会費：年間3,000円
●備考／ケーブルテレビ、
火災保険加入必要
☆融雪付駐車場です
☆駐車料無料
☆駅近くで交通便利

牡牛座 ４／ 20 ～５／ 20 １月の運勢
【全体運】フットワークの軽さが幸運の呼び水に。保留されていたことが動き始める予感。少し遠出の旅行も吉
【健康運】規則正しい生活が運気アップのポイント
【幸運の食べ物】シュンギク

達灯油
JA 配達灯油
下
富山県

を5枚
応募券 ご応募
集めて さい
くだ

1,500名様 に 当たる!!

総勢

暮らしにいいものプレゼント!

家族葬もできます

社員募集！
葬祭ディレクター

サンクスキャンペーン

A賞

B賞

チョコっとあられ
しろえびセット

詳細はこちらまで…

C賞 洗剤セット
さらに

中から

の

れた方

W

応募さ

チャンス

富山県下

900

12 月1日 金
2018年

2 月28日 水
応募締切：2018年

（日）
まで
3月4日

◎配達灯油50Ｌお買い上げ毎に応募券を１枚進呈いたします

富山県産肉セット
牛肉すきやき用

募集人員：１名

キャンペーン
期間
2017年

富山県下

50
名様

富山県下

150
名様

富山県下

400
名様

エルモアティッシュ

（5箱）

名様

●応募方法/キャンペーン期間中、参加JA-SSにて配達灯油50Ｌお買い上げ毎に
応募券１枚を進呈いたします。応募券を5枚集めて、応募用紙に添付してくださ
い。応募用紙１枚を一口として「JA配達灯油サンクスキャンペーン」の応募権
利獲得となります。応募用紙に必要事項を記入し切り取ったうえで、取扱JA-SSス
タッフまでお渡しください。
※富山県下で1,500名様のご当選となります。

※おひとり様何口でもご応募できます。
●当選発表/キャンペーン終了後、応募者の中から厳正な抽選を行い、2018年3月
下旬頃、
当選者にご連絡いたします。
※本キャンペーンは景品表示法に基づいて実施いたします。
※JAによりキャンペーンを実施していない場合がございますが、その際はご了承ください。

職員の農家こうりゃく
※「こうりゃく」とは…手伝いを意味する富山弁です！

当組合では、今年度から連続職場離脱対象の職員が
農家などで手伝いをしています。
職員に作業を手伝ってもらい大
変助かっています。今年の大根の
出来は上々で、
大きく生育しました。
今後も職員の活躍を期待します。

営農指導員として３年目に
なります。寒い中での作業は
大変でしたが、皆さん和気あ
いあいとしておられて、とて
も作業しやすかったです。
今回協力して頂いた
農事組合法人 飯沢営農組合
能島 岩男 組合長

今回参加した
北部営農支援センター

双子座 ５／21～６／21 １月の運勢
【全体運】気力が長続きしにくい月。あれもこれもと手を広げると、全てが中途半端になりがち。開運には寺社参拝へ
【健康運】ゆったり過ごして。適度な休息を大切に
【幸運の食べ物】シジミ

西中
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このコーナーでは、
“黒部米”の主要消費地である東海地方の名古屋市に本社を置く米穀卸「㈱名古屋食糧」より消費地の
リアルタイムな情報を定期的に発信していきます！
くろべ

情報発信特急

なごや

今月は

名

BESTライス丹羽

名古屋

Nagoya

くろべ

くろべ

Kurobe

なごや

企画編集／

第９回は、愛知県にある三つ星お米マイスターが営むお米専門店の代表に黒部米に
ついてインタビューしました。
Q１．お店について紹介

⇒北は北海道から南は九州宮崎まで、全国40銘柄以上を玄米で取り揃えています。店頭で精米を行い、搗きた
てのお米を販売しています。特に産地や銘柄にはこだわりを持っており、高額銘柄から新しい銘柄まで、お客
様の好みに合う商品を提案、提供できるよう心がけています。

Q２．黒部米コシヒカリへの思い

⇒黒部米を取り扱うようになったのは名古屋食糧さんと取引を始めてからになるので、20年以上前だと思いま
す。お米が美味しいということが一番ですが、なんといっても知名度がすごい。富山県の中でも「黒部」とい
う地域は別格だと思います。これはブランド化において有利なことだと思います。お客様がイメージしやすい
大自然の中で育ったお米はとても魅力的です。

Q３．産地に対して

BESTライス丹羽
丹羽 寿夫 代表

⇒先ほどの質問でも答えましたが、「黒部」というワードは

知名度が高い。立山連峰、黒部峡谷、黒部川、宇奈月温泉
…お客様がイメージしやすいということは販売においてと
ても有効です。SNSなどでお米の産地とアピールすることも
有効かもしれません。品質に関しては、黒部米ブランドで
統一された食味の基準を作っていただけると、年間を通し
て均一な食味となり、より販売しやすくなるかと思います。
例えばですが「食味検査済」というシールを貼るだけでも
お客様からの反応は違ってくると思います。品種特性上難
しいと思いますが、コシヒカリ以外の銘柄や高齢者受けし
そうな銘柄、名古屋食糧さんとコラボした独自銘柄などが
あっても面白いですね。「黒部」というブランドを活かし今
後とも「売れるお米、良いお米」をよろしくお願いします。

お米マイスターでも
ある丹羽代表もおす
すめする黒部米

〈BESTライス丹羽〉
店舗情報：〒486-0917
愛知県春日井市美濃町2丁目155-2
☎0120-283-114（ご注文ダイヤル）

すまいる 掲示板
JAくろべ職員のおすすめ品!!

こめ油

1500g
…835円（税込）
750g
…568円（税込）

こめ油は米ぬかを原料に作ら
れる植物油です。玄米が持つ健
康パワーが凝縮されているので
健康志向の方にはピッタリ!!炒
め物・揚げ物は勿論、パンに塗っ
てもＯＫ！お買い求めください。
アグリプラザ東で販売中！
北部支店 共済係
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好評開催中！ 店まで
詳しくは各支

小柳
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蟹座 ６／22～７／22 １月の運勢
【全体運】気まぐれになり、人を振り回してしまいそう。言動をコロコロ変えないこと。好きな曲でテンションを上げて
【健康運】おおむね良好。ダンスやスポーツを楽しんで
【幸運の食べ物】ユリ根

平成29年分所得税・個人消費税・贈与税の

確定申告書を提出される方へ
〜魚津税務署からのお願い〜

インターネットで
申告ができます！

www.keisan.nta.go.jp
作成コーナー

「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

タブレット端末などを
ご使用の方はこちらを
ご利用ください。

◎ 税務署に行く手間がかかりません！
◎ 確定申告期間中は24時間いつでも利用できます！
◎ ご不明な点は電話で問合せできます！

申告書の提出方法は２通りあります。

〒

作成コーナーからe-Taxで送信
郵送などで税務署に提出します。
印刷して提出

税務署での申告相談の受付期間は、平成30年２月16日（金）から３月15日（木） です。
受付時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後４時
（注）混雑状況により、午後４時前であっても受付を終了する場合があります。

申告相談をお受けする体制は２月16日（金）からです。

お問合せ先

事前準備、送信方法、エラー解消など
作成コーナーの使い方に関するお問合せ
e -Tax・作成コーナーヘルプデスク
e -

コ

ク

ゼ

イ

0570 -01-5901

（全国一律市内料金）

マイナンバーカードをご利用になる場合の
ICカードリーダライタの設定などに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
マ

イ ナ ン バー

0 1 2 0 - 9 5 - 0 1 7 8 （通話料金無料）

受付時間：月曜日～金曜日

9:30～20:00

/ 土日祝日 9:30～17:30（12月29日～１月３日を除く。）

申告書の作成などに当たってご不明な点に関するお問合せ
申告手続きなどには

最寄りの税務署

マイナンバーに関するお知らせ

マイナンバーの記載

と

本人確認書類の提示

例１ マイナンバーカード

又は

写しの添付

例２ 通知カード

＋

が必要です。

運転免許証など

※ e -Taxを利用すれば、提示又は写しの添付は不要となります。

獅子座 ７／ 23 ～８／ 22 １月の運勢
【全体運】物事をネガティブに考えやすい時期。持ち前の明るさを忘れずに。また、うわさ話に興味を持つのも運気低下のもと
【健康運】疲れたら、ゆっくり休んで。自愛が必須
【幸運の食べ物】ブリ
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いと
な
知ら する
損

農業者年金に
加入して
安心で豊かな老後を

●あなたの老後生活への備えは十分ですか？
●年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。

●老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

じですか？
存
ご

こんなにかかる老後生活
（現金支出で年額約286万円）

農家の方は長寿ですが…

老後はお金の心配をせずに暮らしたい。
しかし、予測不可能な経済変動や思わぬケガ・
病気もあります。

現在６５歳の日本人の平均余命は

高齢農 家世帯（世帯主が65歳 以 上の
夫婦2人）の家計費は、現金支出で月額
約23～24万円が必要です。
（総務省家計調査などより）

国民年金の支給額 は

男性84歳、女性89歳

月々約6万5千円
一人、
（40年加入の場合）

農業者年金受給者はさらに長生き
される傾向にあります。

夫婦あわせて月額約13万円です。

豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは十分と言えず、

老後の生活費は自分で準備する必要があります。

サラリーマンは、厚生年金や共済年金で国民年金（基礎年金）へ
の上乗せがあります。
（厚生年金のモデルケースでは月額22万1
千円の年金額）
農業者の皆様も、
メリットがたくさんある農業者年金に加入
して安心で豊かな老後を迎えましょう。

農業者年金に加入すれば ～農業者年金の支給額の試算～
加入年齢

納付期間

保険料
納付総額

20歳
30歳
40歳
50歳

40年
30年
20年
10年

960万円
720万円
480万円
240万円

年金額
（年額）
女性
男性
63万円
76万円
42万円
50万円
25万円
30万円
11万円
13万円

平均余命までの受給総額
女性
男性
1,713万円
1,628万円
1,137万円
1,080万円
673万円
640万円
300万円
285万円

※この試算は、通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の予定利率が0.20％となった場合
の試算です。
受取総額は65歳での農業者年金加入者について想定している平均余命を考慮し、男性86.5歳、
女性92歳まで生存した
場合の金額です。予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、平成29年度は0.20%となっています。
※運用利回りは、
加入後の経済変動により上下します。
制度発足以降の14年間
（H27まで）
の運用利回りの平均は、
年率2.73％です。
※各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。

農業者年金の特徴
１．農業に従事されている方は誰でも加入できます。
２．保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。
３．税制面で大きな優遇措置があります。
４．少子高齢時代に強い年金。年金資産は安全性を重視して運用しています。
５．終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります。
６．認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
独立行政法人農業者年金基金 ＨＰアドレス
お問い合わせは…JAくろべ本店 54-2050
三日市支店 54-0003
7
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南部支店 54-5454

生地支店 56-8013

北部支店 54-0034

新三島支店 52-1729

東部支店 65-7200
または、黒部市農業委員会まで

乙女座 ８／ 23 ～９／ 22 １月の運勢
【全体運】にぎやかで華やかなことに縁があります。新年会やパーティーといった席には積極的に顔を出して。観劇も刺激大
【健康運】体操など、軽い運動が元気キープの秘訣（ひけつ）
【幸運の食べ物】レモン

M ONTHLY T OPICS
大きく丸々と

出来栄え上々

黒部の特産「丸いも」出番!!
黒部丸いも生産組合は11月16日、林幸治さんの圃場
（浦山）で収穫が始まりました。今年の丸いもは大きさ・
品質共に昨年を上回る出来となりました。
「丸いも」は自然薯（ジネンジョ）や山芋に代表され
るヤマイモ科の一種で、山芋と比べると変色しにくく、
強い粘り気と濃厚な旨みが特徴。今年10月には、富山
大学の研究でヤマイモエキスがアルツハイマー型認知症

今年の出来を確認する林さん

の記憶障害を改善するなどの成果が発表されており、
健康食品として期待されています。
また当日は、営農センターで丸いもの試食会や目揃
い会が開かれ、生産者や関係者など14人が参加しま
した。当組合では６次産業化の取り組みとしてパレス

試食会の料理

扇寿のフレンチシェフ村野正美さんとの共同開発に力
を入れており、この日は丸いもを使用したグラタンや
名水ポークのハンバーグの試食会が行われました。参
等級区分の基準を確認

コスト削減などによる所得向上へ
県外視察研修会

加者からは「グラタンの中の丸いもがモチモチしてい
て美味しい」と好評でした。
今年は、1.3㌶で栽培しており、約３㌧出荷する予
定です。販売は12月上旬から行っています。
※詳しくは３ページ参照

共販出荷量向上へ感謝状
富山県野菜出荷組合協議会 設立40周年記念式典
富山県野菜出荷組合協議会は11月28日、設立40周
年記念式典を開き、市内の生産者や福島組合長らが参
加しました。この式典では、感謝状の贈呈のほか、野
菜を巡る状況についての講演が行われました。
当組合販売部販売企画課の能登秀信さんは、ねぎな
どの共撰出荷物の
研修に熱心に耳を傾ける参加者

選果精度や共販量

黒部市集落営農組合協議会（開澤英一会長）は11

の向上に関する取

月21・22日、県外視察研修会を開き、生産者や営農

り組みが認められ

指導員など27人が参加しました。

感謝状が贈呈され
ました。

北興化学工業株式会社（新潟県）では、大型規格農
薬等のコスト削減に繋がる商品、取り組みについて学

受賞した能登さ

び、株式会社ホーネンアグリでは、収量品質の安定向上

んは「組合員の皆

に繋がる商品や密苗栽培に適した商品などの説明を受け

さまのおかげで今

ました。参加者は、コスト削減と作業効率の向上に関す

回受賞できた。今

る農薬や肥料などについて研修し、個々の課題解決や経

後も努力したい」

営の参考とするために、活発な意見交換を行いました。

受賞した能登さん

と話しました。

広報誌みずほの写真はホームページでも見ることができます！

天秤座 ９／ 23 ～ 10 ／ 23 １月の運勢
【全体運】珍しく感情的になりやすいかも。深呼吸で心を静めて。趣味や好きなことを満喫する時間を持つとラッキー
【健康運】運動不足になる暗示。体重増を招きがち
【幸運の食べ物】のり
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今月の
表紙

街を明るく照らす
2017年

イルミネーション点灯式

今年で13回目を迎えるイルミネーション点灯式が
12月４日、ホテルアクア黒部で行われました。
この点灯式は、黒部駅周辺活性化プロジェクトが主
催し、黒部駅地域振興会・天神新町内会が設置した
４万７千球のイルミネーションを石田こども園・三日
市保育所・三島保育所の園児約70人の掛け声と共に

サンタからのプレゼントを受け取る園児

点灯しました。

福祉活動に役立てて

園児は「きよしこの夜」などを合唱し、サンタから

寄付金を贈呈
当組合は11月30日、社会福祉法人黒部市社会福祉
協議会を訪れ、松井敏昭会長に農業祭の売り上げの一

プレゼントを受け取りました。

管理しやすく

品質安定
加工用キャベツ収穫

部を寄付金として手渡しました。
この取り組みは、社会貢献の一環として地域の福祉
活動に役立ててもらおうと今年初めて実施。松井会長
は「福祉活動に活用させていただきます」と挨拶され
ました。

手作業で丁寧に収穫
寄付金を手渡す当組合松岡企画総務部長（右）

「加工用キャベツ」の収穫が11月20日、農事組合法
人飯沢営農組合の圃場で行われました。
同営農組合が８月22日に全農とやまの畝立て機で

工事の安全を祈願
三日市支店新築工事

起工式

圃場に畝を作り、同月29日に当組合の野菜移植機で
苗を定植しました。能島岩男組合長は「今年初めて加

三日市支店新築工事の起工式が12月４日、三日市

工用キャベツの栽培に取り組んだが、管理しやすかっ

支店裏の建設予定地で行われ、関係者や役職員など

た。来年はさらに作付面積を拡大したい」と意気込み

25人が参加しました。

ました。市内では８戸1.2㌶に作付けし、36㌧出荷す

新三島支店は来年の４月27日に営業を終了し、三

る予定です。収穫された加工用キャベツは県内外の業

日市支店に統合します。５月１日から新たな三日市支

者へ一定の価格で契約販売されます。コンテナ出荷の

店として営業を行う予定となっております。皆さまご

ため、箱詰め作業が不要で省力的な作業が可能です。

理解のほどよろしくお願いします。

12月下旬～１月中旬

12月
27日（水） 定例理事会

１月
４ 日（木）
５ 日（金）
９ 日（火）
15日（月）

年賀式
税務・法律相談日（午後２時～／本店）
日帰り人間ドック（全地区）
ファミリー活動（～22日）

八心大市比古神社の宮司さんを招いての起工式
9
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蠍座 10 ／ 24 ～ 11 ／ 22 １月の運勢
【全体運】視野を広げるチャンス。いろいろな分野に興味を持ってみて。新しい趣味や習い事をスタートすると好結果に
【健康運】心に余裕を持つことで、運気回復の兆し
【幸運の食べ物】伊勢エビ

特産品の販売や加工につい
て学ぶことを目的に第２回く
ろべ営農生活講座が11月16
日に行われ、市内の生産者や
直売所関係者、県・市の職員
など29人が参加しました。
午前は、高岡にある農産物
直売所あぐりっち佐野店を訪
れ、新鮮で安全・安心な農産
物を届けるための取り組みに
ついて研修を受け、午後から

直売所の取り組みについて学ぶ参加者

女性が輝く未来をめざして
～JA富山県女性大会～

第64回JA富山県女性大会・第62回JA女性活動実
績発表大会・第63回富山県家の光大会が11月22日、
JA会館にて開かれ、県内の女性部員など約400人が
参加しました。
大会では、JAなのはな・JAとなみ野・JA氷見市の
女性部員が、女性部活動の実績や家の光記事活用体
験発表しました。午後からは、公認運動指導士の宮
下泰広氏による「笑いが一番～一生涯笑害無し～」
と題した記念講演がありました。笑うことで脳が若返
ることや、普段の生活の中にも多くの笑いがあるとい
うことを楽しく講演され、会場は終始笑顔と笑い声に
包まれました。
また、会場には家の光の記事を活用した手芸作品
などが展示されていました。

ちいきの

～第２回くろべ営農生活講座～

暮 らし い き い き
ニュース

販売・特産品について学ぼう!!

は道の駅メルヘンおやべに移動し、小矢部市農
業特産物推進協議会の活動について学びまし
た。参加者は「直売所のことが色々聞けて勉強
になった」と話し、今後の生産活動に活かして
いこうと意欲をみせていました。

色鮮やか！世界に一つだけのぽち袋
～第３回JAくろべ女性大学～

一生懸命制作する学級生

女性部を盛り上げようと話す谷井悦子会長

第 ３ 回JAく ろ べ 女 性 大 学 で は11月22日、「 簡
単・水引で作るオリジナルぽち袋」作りを行い、学
級生19名が参加しました。
今回は、吉本明代さんを講師に招き、水引を使っ
たオリジナルぽち袋作りに挑戦しました。学級生
は、様々な色の水引から好きな色を選び、基本のあ
わじ結びを教わった後、慣れてきたところで梅の花
作りに挑戦するなど一生懸命取り組みました。
学級生は「可愛いぽち袋が出来て嬉しい。家で
作ってお正月に孫にあげたい」と喜んでいました。

射手座 11 ／ 23 ～ 12 ／ 21 １月の運勢
【全体運】物事を強気で進めるのには不向き。しっかり足元を見詰め、着実な歩みを目指して。精神的な部分の強化に最適
【健康運】食生活が乱れやすい月。節制を心掛けて
【幸運の食べ物】キウイフルーツ
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干し野菜のちらしずし・長いものたらこ和え
《長いものたらこ和え》
■材料（２人分）
長いも…………………… 200g
たらこ…………… １腹（50g）
黒ゴマ……………………… 適量

■作り方
❶長いもは皮をむき１．５㎝角に切って１分程
茹でる（生でも可）。
❷茹であがったら水気をきって広げて粗熱を

《干し野菜のちらしずし》

とる。

■材料（４～５人分）

❸②にたらこを加えて和えたら、黒ゴマを適

［

柿の皮（干したもの）… …… １個分
  里いもの茎（干したもの）･･ １本
Ａ
  大根菜（干したもの）
… 20㎝×５本
  みょうが………………………… ５個
卵… ……………………………… １個
きゅうり… ……………………… 適量
らっきょう酢… ………………… ５cc
ご飯… ………………………… 200g

■作り方

量ちらして完成。
干し野菜は10月に２週間
程干していました。ちらし
ずしは酢がきいていて美味
しいです。ビタミンＤなど
の栄養は充分です！長いも
のたらこ和えは、長いもの
白とたらこの赤が彩り良く、
おすすめの一品です♪

石田

前澤 麗子さん

❶Ａを千切りにして、らっきょう酢に漬ける。
❷①をご飯に混ぜる。
❸･う す焼き卵を作り、きゅうりをお好みの大きさに切って、
②を皿に盛りつけ、うす焼き卵、きゅうりを飾って完成。

『家の光』『ちゃぐりん』１月号の読みどころ
●

お申し込み・問い合わせ ●

お近くの営農支援センターまで

『家の光』

１月号
定価906円（税込）

『ちゃぐりん』

≪特集≫

≪特集≫

・今こそつながり力

・食べる！遊ぶ！ミカンの
楽しみ無限大!!
・謹賀新年だワン！活やく
するナンバーワンな犬たち

１月号
定価565円（税込）

お知らせ
家の光1月号を購読しませんか!?
平成30年１月号の付録は「旬の野菜を使った健康レシピ」と「相続講座」です!!

11
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山羊座 12 ／ 22 ～１／ 19 １月の運勢
【全体運】やる気が高まる活動期。自然と長所が表に出そう。アクティブに動くことで、さらなる発展や成長が期待できます
【健康運】ストレッチやヨガは、体調に好影響あり
【幸運の食べ物】ナガイモ

今月

み ん な の
の

広 場

っ子
部
黒

東布施保育所（ぞう組）

心をひとつに♪
東布施保育所の伝統となっている鼓隊。今年
は、年長児２名の中に年中児３名が入り、公民
館まつりや保育参観で披露しました。緊張した
様子でしたが、観客からの大きな拍手に大喜び
の子ども達でした。

若栗保育所（ぞう組）
いつもニコニコJ
黒部宇奈月温泉駅が近くにあるので、
新幹線が見えると嬉しそうに手をふる
ぞう組さん。公民館まつりでは、みん
なで息を合わせて踊り、拍手をたくさ
んいただきました。寒い日でも、園庭
を笑顔で走り回る元気な子ども達です。

輝け！スポーツキッズ☆
キャプテンインタビュー

メンバー
「一人は皆のために、皆は一人のために」 募集中!!

いつもの練習では、サーブとパス
の基本練習の後、コンビプレーなど
実践的な練習をしています。キャプ
テンとして大きな声を出したり、元気
のない仲間を励ましたりしていま
す。３月に黒部名水大会があるので、
少しでも上位をめざしま
す。黒 部 キ ッ ズ の
新チームに勝つこ
とが目標です!!

椿ドリームス
〈練習日程〉＊曜日＊毎週火・水・土曜日
＊時間＊16：00 ～ 18：00 ＊場所＊村椿小学校体育館
＊メンバー＊10名（２～５年生）

村椿小学校

よし だ

かえで

吉田 楓さん
（５年）

来月号の掲載予定
＊来月号はみんなの広場をお休みし、戌年生まれの方の新年の抱負を紹介します。
水瓶座 １／ 20 ～２／ 18 １月の運勢
【全体運】サービス精神旺盛に行動すれば、徐々にスムーズな流れを引き寄せられる期間。思いやりや周囲との協調が大事
【健康運】うっかりしやすい。小さなけがに注意を
【幸運の食べ物】こんにゃく
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わが家の
愛 アイドル

元気いっぱい☆
しま

【右】

島

ゆ づき

優月ちゃん（長女

５歳)

なり か

【中央】

成華ちゃん（次女

11カ月）

み ひろ

【左】

お父さん

美裕ちゃん（三女
俊郎さん

お母さん

11カ月）

綾子さん

歌と踊りが好きなお姉ちゃんと、双子
の姉妹のおかげで家の中がとてもにぎや
かです。育児は大変ですが、３人の笑顔
から元気をもらっています。

（三日市地区
東三日市 ）

「あらしの中に
すんでいるかいじゅう」

大きなつのとするどいき
ば、しっぽのチクチクがじま
んのかいじゅうです。あらし
の中にすんでいます。

石田小学校

「いろいろな形が
いっぱいのおしろ」
おしろにたくさんの部屋を作りま
した。かべをふわふわにしたり、三
角や星形のまどをつけたりするとこ
ろをがんばりました。
形や色の様々な組み合わせをいくつ
も考えながら自分だけのおしろを作りま
した。部屋の窓や壁の形に工夫がみら
れます。
（先生より）

いしかわ こ じ ろう

石 川 小次郎さん
（３年）

自分で話を考えて楽しそうに描いて
いました。暗い空や強い雨で嵐の様子
が分かります。かいじゅうが生き生きと
描かれていて素敵です。 （先生より）

さ たけ

ふう が

佐竹 風我さん
（１年）

農業
図鑑
「高品質・高収量を
めざした園芸栽培」
水稲を中心にねぎやキャベツなどの園芸も栽培。黒部
秋冬ねぎ生産組合の役員を務めており、最近ではねぎの
栽培管理にさらに力を入れています。
ねぎは日頃の管理によって状態が大きく変わるため栽培
が大変ですが、ある程度の作付面積があれば水稲よりも
収益が良いため、やりがいがあります。まだまだ手作業が
多く大変ですが、機械化を図り省力・効率化できるように
と思っています。今後は１年を通して収穫できる作物を考
えたいと思います。

13
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生 産 者：朝倉

統治

作付状況：水稲、ねぎ、
キャベツ、さといも、
馬鈴薯、たまねぎ、人参
面
積： 2.4㌶（黒部市前沢）

魚座 ２／１9 ～３／ 20 １月の運勢
【全体運】対人運が活性化します。初対面の相手ともすんなり打ち解け合えるはず。グループレジャーにもつきがありそう
【健康運】体力増強に良い時期。スポーツに励んで
【幸運の食べ物】甘エビ

月 日（金）

（工事期間）
平成 年 月１日～
平成 年７月 日
【機械設備工事】
（請負業者）
吉枝工業株式会社
（請負金額）
１１，
５００，
０００円（税抜）
（契約日）
平成 年 月 日
（工事期間）
平成 年 月１日～
平成 年７月 日
11

12

◆協議事項

平成

年

月

施設・組織整備検討委員会

▽開催日

◆協議事項

日

査において、不備がなかった
ことを報告しました。
十七、貯金標準金利の変更につ
いて
月 日から貯金の標準金
利を変更したことを報告しま
した。
十八、資金運用に関する報告に
ついて
月末の資金（貸出金・預
金など）の運用状況と第４四
半期の方針・計画について報
告しました。
十九、労働災害事故の報告につ
いて
子会社において発生した労
働災害事故について、報告し
ました。

11

月 日開催の定例理事
会は２月号の理事会だよ
りで報告します。

一、精米施設製造請負契約の締
結について
精米施設新築工事に伴う
機械設備の製造請負工事一
般 競 争 入 札 の 結 果 を 報 告 し、
そ の 結 果 に 基 づ き、 機 械 設
備の製造請負工事請負契約
の 締 結 に つ い て 協 議、 承 認
しました。
二、三日市支店新築工事請負契
約の締結について
三日市支店新築工事に伴
う 建 築 工 事、 電 気 設 備 工 事
及び機械設備工事の指名競
争 入 札 の 結 果 を 報 告 し、 そ
の 結 果 に 基 づ き、 建 築 工 事
請 負 契 約、 電 気 設 備 工 事 請
負契約及び機械設備工事請
負 契 約 の 締 結 に つ い て 協 議、
承認しました。

11

12

一、事業分量配当の実施につい
て
組合員利用者へ利益を還元
するため、事業分量配当の実
施の在り方、内容について協
議しました。
二、役員選任方針について
平成 年４月の役員改選期
からの新たな理事構成要件
等、役員選任方針について協
議しました。

いて次の通り、報告しました。
（ 年産販売数量累計）
２０，４７４・０俵
［前年対比１１３・９％］
（ 年産販売数量累計）
１１０，６２９・０俵
［前年対比１０７・５％］
十、平成二十九年度アグリプラ
ザ東第３四半期実績について
（販売金額［直売品］）
２，８３２万円
［前年対比９５・０％］
十一、第二回農業祭実施結果に
ついて
月 ３・４ 日 に 開 催 し た 農
業祭における品評会出品数や
販売実績、経費等について報
告しました。
十二、公印管理規程の一部改正
について
現在使用している公印の一
部が、公印管理規程上、規定
されていないことが、判明し
ましたので、その改善を図る
ため、公印管理規程の一部を
改正したことを報告しまし
た。
十三、総代協議会代表者会議報
告について
月 日に開催しました総
代協議会代表者会議において
協議された内容について、報
告しました。
十四、第３四半期相談・苦情等
対応について
８月から 月までに、利用
者から不適切な対応や事務ミ
スなどに対し１件の苦情と
件の問い合わせがあり、その
苦情内容と処理状況などを報
告しました。
十五、第３四半期事務ミス等の
発生状況について
第３四半期に発生した８件
の事務ミスについて、その発
生状況と原因、取り組んだ再
発防止策について報告しまし
た。
十六、第３四半期自主検査報告
について
第３四半期における自主検

29

24

◆報告事項

（事業総利益）
１，２８７，４８５千円
［１０７・２％］
（事業利益）
３２０，８８５千円
［２０８・６％］
（税引前当期剰余金）
３８３，７７２千円
［１８３・８％］
五、平成二十九年度決算見込み
について
第３四半期決算を基準とし
て、平成 年度決算の見込検
討 を 実 施 し た 結 果 に つ い て、
事業量及び取扱高等見込検討
表、総合損益見込検討表によ
り報告しました。
六、黒部市長との農政懇話会に
ついて
月９日に行いました黒部
市長との農政懇話会において
提案した農業振興にかかる提
案内容について、報告しまし
た。
七、平成二十九年産米買入状況
について
月８日現在の米の買入状
況について、次の通り報告し
ました。
（うるち買入数量）
９２，５５０俵
［契約数量対比９２・０％］
（うるち等級比率）
１等＝９３・３％
［コシヒカリ＝９３・１％］
八、平成二十九年産大豆買入状
況について
月 日現在の平成 年産
大豆の検査実績について、次
の通り報告しました。
（検査数量・全品種合計）
１等
１６５袋
２等
２，１８４袋
３等
４，９８７袋
合格
１，０６２袋
規格外
９８袋
（袋／ ㎏）
九、平成二十九年産・二十八年
産米販売数量報告について
月末現在の平成 年産米
年産米の販売状況につ
及び

24

10

27

30 29

29

28

11

11

31

27

31

10

12

29

16

11
一、組合員の加入及び脱退につ
いて
二、十月度の事業実施状況につ
いて
三、第３四半期内部監査中間報
告について
８月から 月までの間に実
施した内部監査について次の
通り報告しました。
▽主な検証項目
・大麦の検査・買入事務
・資産査定事務手続き
・毒物劇物の在庫管理
▽監査結果
・指摘事項なし
四、第３四半期決算について
［ ］内は計画対比

30

29

29

11

11

11

10

28

29

理事会だより

11

31

◆付議事項

12

30 29

10

27

29

第１号議案 精米施設製造請負
契約の締結について
精米施設新築工事に伴う機械
設備の製造請負工事一般競争入
札の結果を報告し、その結果に
基づき、機械設備の製造請負工
事請負契約の締結について協
議、承認しました。
（請負業者）
株式会社サタケ
（請負金額）
７７，
０００，
０００円（税抜）
（契約日）
平成 年 月 日
（工事期間）
平成 年１月 日～６月 日
第２号議案 三日市支店新築工
事請負契約の締結について
三日市支店新築工事に伴う建
築工事、電気設備工事及び機械
設備工事の指名競争入札の結果
を 報 告 し、 そ の 結 果 に 基 づ き、
建築工事請負契約、電気設備工
事請負契約及び機械設備工事請
負契約の締結について協議、承
認しました。
【建築工事】
（請負業者）
くみあい建設株式会社
（請負金額）
１０２，
０００，
０００円（税抜）
（契約日）
平成 年 月 日
（工事期間）
平成 年 月１日～
平成 年７月 日
【電気設備工事】
（請負業者）
株式会社中西電気
（請負金額）
１４，
９００，
０００円（税抜）
（契約日）
平成 年 月 日
11

11

29

29

27

31

27

29

30 29

30

29

15

10

10
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みずほ文芸

短歌



健やかに仕事を果たし誠実に
残り世生きんと思いて眠る
季はめぐり灯火親しむ秋の夜に
俯瞰の意を繰る重たき辞典
初生りの無花果の実は皮黒く
手にしっとりと重さ伝わる
冠雪の峰きわやかに浮き立ちて
台風の尾の如ひと筋の雲
台風の去りたる後は戦いに
敗れたように笹の枝累累
彼の民の顔を浮かべつつスーパーに
バングラデシュの蜂蜜を買う
「奥さん」と呼び来し人の喪葬の
看板に知るそのフルネーム
書から目を外へ移せばぶうらりと
まだ採らぬかと糸瓜がゆれる
秋晴れに農業祭は賑わいて
笑顔あふれり歌に踊りに 
石浦

上田 洋一

節子

好代

選

良子

女川

佐渡

洋子

月
日

10

中村よしゑ

法原

美子

正解者の中から
抽選で３名の方に
『笑味ちゃん
３色ボールペン』
をプレゼント！

※締切

1

敏子

福島

桂子

Ａ～Ｅの二重枠に順に並べてできる言葉は何でしょうか？

西島

山
 口

選

若林由紀子

石田阿畏子

丸田美恵子
角井 孝通
木野本靖子
朝倉 政次
村椿 悦子
若林由紀子



満天星紅葉燃えて旧家の由来書
下校生の自転車急ぐしぐれ雲
裸木に己が来し方重ねみる
木枯や鳥影失せし大野原
身延山めぐる信者や秋夕焼
実南天軒場に高し福呼ぶか

ＪＡくろべ総務課

俳句

送り先

俳句短歌募集します。

クロスワードパズル

【タテのカギ】
①画数を意識して付ける人もいます
③歯を抜くときにかけます
⑥乗り物を使わない移動手段
⑧マグロの身のうち脂の多い部分
⑨木偏に南と書くと
⑪読みかけの本に挟む物
⑬運転席の横にあります。自動車を止めておくときに引きます
⑯手荒れ防止に―クリームを塗った
⑰損の反対語
⑱秒と時の間
⑲
「領収書の宛名は？」
「―様でお願いします」
芸能人のサイン―が飾られた店
雨交じりの雪のこと

【ヨコのカギ】
①セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ……といえば
②平成30年は戊戌（つちのえいぬ）です
④通りのこと。メイン―
⑤白黒写真からは伝わらないもの
⑦レーズンと呼ばれることも
⑩米と水を入れてセットします
笑味ちゃん
⑫男性の方がよく使う一人称
⑭ベトナムの通貨単位
©みんなの
よい食プロジェクト ⑮襟が緩んだり帯がほどけたり
【前回のナンバープレイスの答え】 14
⑱竹の幹にできる区切り
⑳彼女は満面の―を浮かべた
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

①住所②氏名③答え④本誌に関するご意見をお書きのうえ、ハガキ、FAX、支店窓口でご応募ください。
【あて先】〒938-0042 黒部市天神新210-1

協同の力 （平成29年11月末日）

（

JAくろべ総務課行

編 集 後 記
）は前年同月比

正組合員数
5,100人 （－123人）
（正組合員戸数 4,142戸）（－178戸）
准組合員数
4,952人 （＋ 20人）
（准組合員戸数 3,509戸）（＋ 27戸）
みなさまの貯金高 1,023億8,250万円（101.2%）
みなさまへの貸出金 180億2,584万円（ 98.3%）
長期共済保有高
2,195億2,785万円（ 96.0%）
購買品供給高
33億 259万円（ 95.0％）
販売品販売高
20億9,990万円（ 98.1％）

依願退職
15

11月30日付
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FAX 54-4334

販売部

農機課

12月に入ると、街はクリスマスムード一色。寒い冬
ですが、各所でイルミネーションが煌めき、あたたか
な光が心を癒してくれます。また、近年注目を集めて
いるのが「プロジェクションマッピング」。プロジェク
ターを使って、建物や空間に映像を投映する技術のこ
とです。映像の動きや音楽が融合することで圧倒的な
迫力となります。今後もどんな最新技術が出てくるの
か楽しみですね。〈Tobita〉
中田

裕貴

お世話になりました。

年 末 年 始 業 務 の ご 案 内
各事業所の営業は以下の通りとさせていただきます。
本 店
支 店
事業所

アグリプラザ東
☎65-9100

８：30〜17：00

12/29（金）（金融窓口時間８：30〜16：00）

８：30〜17：00
【通常営業】

30（土）
31（日）
１ / １（月）
２（火）
３（水）

９：00〜16：00
【通常営業】

【通常営業】

休

業

カーポート宇奈月
☎65-1068
７：00〜19：00
【通常営業】

休

休 業

業

８：30〜17：00

８：30〜17：00
（金融窓口時間８：30〜16：00）
（木）
【通常営業】

８：30〜17：00
【通常営業】

４

７：00〜19：00
【通常営業】

●年末・年始期間前に灯油の残量をご確認の上、ご注文はお早めにお願いします。カーポート宇奈月

ATM（キャッシュコーナー）をご利用されるみなさまへ
ⓒちょリス

キャッシュコーナー（JAくろべATM）
南部・北部・東部・三日市・ 旧石田支所
生地支店・メルシー店
村椿コミュニティーセンター

12/29
（金）

１/１
（月）
元日

２

JR黒部宇奈月温泉駅 セブン銀行・ローソンATM
イーネットATM

８：45～19：00

稼働時間内 手数料０円

稼働時間内 手数料０円

９：00～19：00

うち ８：45～18：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円

８：45～17：00

うち ９：00～18：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円

８：00～21：00

８：00～21：00
（土） （メルシー店は９：00～21：00）

31

コンビニATM

８：45～19：00

30

（日）
大晦日

黒部市民病院

キャッシュコーナー
（JAくろべ提携ATM）

８：00～21：00

うち ９：00～14：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円

稼働時間内 手数料０円

稼働時間内 手数料０円

メルシーATMの
スケジュール
31日 ９：00～19：00
１日 休館
２日 ９：00～19：00
３日 ９：00～19：00

８：45～17：00

９：00～19：00

稼働時間内 手数料０円

終 日

手数料108円

８：00～21：00
終 日

手数料108円

休止させて
いただきます

（火）

３

（水）

４

（木）

８：45～19：00

８：45～19：00

稼働時間内 手数料０円

稼働時間内 手数料０円

９：00～19：00

うち ９：00～18：00 手数料   ０円 うち ８：45～18：00 手数料   ０円
その他時間帯 手数料108円
その他時間帯 手数料108円

●キャッシュカード・通帳の盗難・紛失等の緊急連絡先は
●JAカードの盗難・紛失の連絡先〈NICOS盗難・紛失受付センター
【24時間対応】〉
●自動車事故はJA共済事故受付センター【24時間365日】
12月号 №523
平成29年12月15日発行
発行部数 7,600部

８：00～21：00

０１２０－７９４－５５１
０１２０－１５９－６７４
０１２０－２５８－９３１

■発 行 黒部市農業協同組合 〒938-0042 富山県黒部市天神新210-1 ■編 集 み ず ほ 編 集 委 員 会
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